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新型コロナウイルス感染症対策のため、市役所では各窓口に
パーティションを設置しています。市役所に来庁される際は、ド
ウタクくんのようにマスクの着用など、対策をお願いします。
なお、市民課での手続きは一部郵送でも受け付けています。詳
細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために
国内での感染の拡大を最小限に抑えるため、小規模な患者の集団（クラスター）※が次の集団を生み出すこ
との防止が必要です。
※「小規模患者クラスター」とは感染経路が追えている数人から数十人規模の患者の集団のことです。

◇◆◇ ３つの密（密閉・密集・密接）を避けましょう ◇◆◇
１.「密閉」空間にしないよう、こまめに換気を
「部屋が広ければ大丈夫」

、「狭い部屋は危険」というものではありません。カギは「換気の程度」です。
≪窓がある場合≫
◦風の流れができるよう、２方向の窓を、１回、数分間程度、全開にしましょう。換気の回数は毎時２回以
上確保しましょう。
◦窓が１つしかない場合でも、入口のドアを開ければ、窓とドアの間に空気が流れます。扇風機や換気扇を
併用するとより効果的です。
≪乗り物の場合≫
◦乗用車やトラックなどのエアコンでは「内気循環モード」ではなく、「外気モード」にしましょう。
２.「密集」しないよう、人と人の距離を取りましょう
◦他の人とは互いに手を伸ばして届かない十分な距離（２m以上）を取りましょう。
◦スーパーのレジなどで列に並んでいるとき、前の人に近づきすぎないよう注意しましょう。
◦飲食店の座席では、隣の人と一つ飛ばしに座ると距離を確保しやすいです。また、真向かいに座らず、互
い違いに座るのも有効です。
◦エレベーターでは多くの人が密集しがちです。混みあっているときは一本遅らせましょう。また、健康の
ためにも、階の上下には階段の利用に努めましょう。
３.「密接」した会話や発声は避けましょう
◦対面での会議や面談が避けられない場合には十分な距離を保ち、マスクを着用しましょう。
◦エレベーターや電車の中などでは、距離が近づかざるを得ない場合
があります。会話や携帯電話による通話を慎みましょう。
◦飲食店では、マスクを外す時間が長くなりがちです。外している間
に飛沫が飛びますので、注意しましょう。
※４月17日現在の情報を掲載しています。
問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX 586－3668

新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難となった人へ
新型コロナウイルス感染症に納税者（ご家族を含む）がり患された場合など、次のケースに該当し、収入が減
少するなどして一時に納税することが困難な場合は、地方税法に基づく猶予制度がありますので、納税推進課へ
ご相談ください。
▽ケース１
▽ケース２
▽ケース３
▽ケース４

災害により財産に相当な損失が生じた場合
本人または家族が病気にかかった場合
事業を廃止または休止した場合
事業に著しい損失を受けた場合

※上記に関連して個人の経常的な収入（給与収入等）が減少した場合も含まれます。
★市民生活相談課では、市税のほか市営住宅や水道料金等のお支払い等に関する相談や生活支援に関する情報提供
等に幅広く対応します。新型コロナウイルス感染症の影響により生活に不安を抱えている人はご相談ください。
相談・問い合わせ…▽市税に関すること 納税推進課☎587－6013、FAX 587－2439
▽市税以外に関すること 市民生活相談課☎587－6063、FAX 586－3677
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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急支援策のお知らせ
３つの生活支援緊急給付金（市独自の上乗せ・横出し）
【制度のねらい】
市では、新型コロナウイルス感染症の拡大により生活状況が苦しくなっている人が増えていることから、市
独自の取り組みとして生活支援緊急給付金を支給することを決定しました。
支援の内容は、既存の制度を活用し、申請者および事務の負担軽減を図り迅速かつ効率性を確保するととも
に、特に困窮世帯の子育て家庭への支援を強化しています。

【概算総事業費】
■メニュー①

29,712,000 円

生活支援緊急給付金
（既存制度活用型）

【制度概要】就学援助受給世帯および児童扶養手当受給世帯に支給します。
【支 給 額】１世帯30,000円および対象である子１人につき10,000円を加算し、支給します。 ※１回に限る
想定対象世帯等：375世帯 549人
【そ の 他】該当者には、４月27日㈪に通知書を送付し、５月14日㈭に口座振込みを行いました。

■メニュー②

生活支援緊急給付金
（つなぎ資金型）

【制度概要】社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付制度の特例貸付を申請された人に支給します。
【支 給 額】１世帯30,000円を支給します。 ※１回に限る
【対
象】令和２年３月25日㈬〜同年７月31日㈮に特例貸付の申請をした人（既に申請済みの人は、後日郵
送で申請案内を行っています。）
【申請期間】５月７日㈭〜７月31日㈮ ※郵送の場合必着
※メニュー①と②の併用受給はできません。

■メニュー③

生活支援緊急給付金
（住宅支援型）

【制度概要】生活困窮者自立支援法で規定される住居確保給付金では対象外になるが、住宅手当が必要な人に
支給します。
既存の住居確保給付金制度では対象とならない人に対して住宅支援が可能となります。
（例）大学生・専門学校生等の学生、求職者支援法に基づく職業訓練受講給付金等を受給してい
る人、児童扶養手当・児童手当等の収入認定により基準を超える人、過去に住居確保給付
金を受給した人、不安定雇用による減収等の証明ができない人など
【支 給 額】住居確保給付金制度の区分および額を準用し、支給します。
支給額：家賃額 －（月の世帯の収入合計額 － 基準額）
※支給額の上限：単身35,000円 ２人42,000円 ３人46,000円 など
【支給期間】３カ月間 ※１回に限る
【申請期間】５月１日㈮〜12月25日㈮
※制度への該当の有無や支給額等は、お問い合わせください。
※５月19日現在、その他にも市民および事業者を対象とした支援策
などを検討しています。
問い合わせ…市民生活相談課☎587－6063、FAX586－3677
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令和３年４月１日採用 市職員募集！
採用予定…①上級行政職	  10人程度
③建築職
		  １人程度
②土木技術職	  １人程度
④文化財保護職
	  １人程度
受験資格…①昭和60年４月２日～平成11年４月１日に生まれた人
②昭和60年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による高等学校、高等専門学校、大学等の土木
等の土木専門課程を卒業もしくは令和３年３月31日までに卒業見込みの人または同程度の学力を有
する人
③昭和60年４月２日以降に生まれた人で、１級建築士または２級建築士の資格を有する人もしくは令
和３年３月31日までに当該資格を取得する見込みの人
④昭和60年４月２日以降に生まれた人で、次の⑴⑵のいずれにも該当する人
⑴学校教育法による大学（短期大学を除く）または大学院において考古学、歴史学、その他これら
に類する学科等の専門課程を卒業または修了、もしくは令和３年３月31日までに卒業または修了
見込みの人
⑵学芸員資格を有する人または令和３年３月31日までに当該資格を取得する見込みの人
試験日時…７月12日㈰ 午前10時～
試験場所…さざなみホール（野洲市比留田3313番地３）※都合により変更する場合があります。
１次試験（択一式）…①④教養試験 ②③専門試験
申し込み・問い合わせ…６月19日㈮までに所定の申込用紙に必要事項を記入の上、持参または郵送（必着）のい
ずれかで人事課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）☎587－6088、FAX 587－4033
※申込用紙は、人事課へ直接取りにくるか、郵便で請求する場合は、封筒の表に「（希望する職種）試験申込用紙
請求」と朱書きし、返信用封筒（A４判に120円切手貼付・宛先記入）を同封してください。

◇◆◇ 採用試験予定 ◇◆◇
■募集職種
一般行政職（障がい者対象）、言語聴覚士職、調理師、保育士・幼稚園教諭職、保育士・幼稚園教諭職（経験者）
■スケジュール
８月１日㈯ 公告・広報紙・市ホームページ公表
９月20日㈰ 採用試験実施（第一次試験 一般行政職（障がい者対象は除く））
11月１日㈰ 採用試験実施（第一次試験 一般行政職（障がい者対象））
※新型コロナウイルス感染症対策のため、日程を変更する場合があります。

令和３年４月１日採用 市立野洲病院
看護師オープンキャンパス開催
来春看護師免許を取得見込みの人を対象に就職説明会を開催します。
興味のある人はぜひご参加ください。
日
時…▽第１回／６月13日㈯ 午前９時30分～正午
▽第２回／８月13日㈭ 午前９時30分～正午
場
所…市立野洲病院
対
象…昭和60年４月２日以降に生まれた人で、令和３年３月31日までに看護師免許を取得見込みの人
内
容…看護部紹介、教育制度について、先輩ナースと懇談、病院見学など
申し込み・問い合わせ…
第１回は６月５日㈮まで、第２回は８月６日㈭までに電話またはメールのいずれかで市立野洲病院総
務課☎587－5528、FAX 587－5004、Ｅメールinformationysneo@abox3.so-net.ne.jp
※Ｅメールで申し込みされる場合は、氏名、年齢、電話番号、学校名、学年、参加日を記載してください。
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令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 採 用

市 立 野 洲 病 院 職 員 募 集

採用予定…①看護師（新卒）
10人程度
④薬剤師
１人程度
②看護師（経験者） ５人程度
⑤臨床検査技師 １人程度
③看護助手
５人程度
⑥社会福祉士
２人程度
受験資格…①昭和60年４月２日以降に生まれた人で、令和３年３月31日までに看護師免許を取得見込みの人
②昭和50年４月２日以降に生まれた人で、看護師免許を有する人
③昭和45年４月２日以降に生まれた人
④昭和60年４月２日以降に生まれた人で、薬剤師免許を有する人または令和３年３月31日までに当該
免許を取得見込みの人
⑤昭和60年４月２日以降に生まれた人で、臨床検査技師免許を有する人または令和３年３月31日まで
に当該免許を取得見込みの人
⑥昭和60年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士および介護福祉士法に規定する社会福祉士登録
簿に現に登録されている人または令和３年３月31日までに行われる社会福祉士国家試験により社会
福祉士となる資格を有し、登録を受ける見込みのある人
試 験 日…①②③７月12日㈰
④⑤⑥７月18日㈯
試験方法…教養試験（①のみ）、論文試験、口述試験
申し込み・問い合わせ…
①②③６月19日㈮まで、④⑤⑥７月３日㈮までに所定の申込用紙に必
要事項を記入の上、持参または郵送のいずれかで市立野洲病院総務課
（〒520－2331野洲市小篠原1094番地）☎587－5528、FAX 587－5004
※申込用紙は、市立野洲病院総務課へ直接取りにくるか、郵便で請求する場合は
封筒の表に「（希望する職種）試験申込用紙請求」と朱書きし、返信用封筒（Ａ
４判に120円切手貼付・宛先記入）を同封してください。
※採用予定の②～⑥においては、内定後勤務できる人については、相談のうえ採用を早める場合があります。

市政功労被表彰者の推薦を
募っています
毎年11月に市政功労者の表彰を行っています。
これは、本市の自治、社会、経済、教育、文化その他全
般にわたり市政の振興発展に寄与いただいた人の功績を表
彰しようとするものです。
本表彰では、各種委員や自治会長、消防団員として永年
尽力いただいた人など、市の基準に定める表彰のほか、さ
まざまなボランティア活動を永年続けていただいている人
なども表彰することとしており、これらに該当する人の推
薦を募ります。
推薦対象…地 域や団体等において10年以上ボランティア活
動等をされている人
推薦方法…自 薦・他薦を問わず、７月３日㈮までに推薦書
を提出してください。詳細はお問い合わせくだ
さい。
※被 表彰者は、推薦いただいた人の中から、表彰選考委員
会で審査し決定します。
問い合わせ…広報秘書課☎587－6036、FAX586－2200
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令和２年度
会計年度任用職員募集
採用予定…一般事務（国勢調査事務補助）１人
受験資格…ワード・エクセルの操作ができる人
雇用期間…７月20日～12月28日
報
酬…942円／時
勤務時間…午前８時30分～午後５時15分
（週４日勤務）
通勤手当…日 額150円（２km以上～10km未満）
、
250円（10km以上～20km未満）
、350
円（20km以上）
選考日等…７月３日㈮／面接
※写真付き履歴書持参
申し込み・問い合わせ…
６月30日㈫までに企画調整課
☎587－6039、FAX586－2200
※国勢調査については、新型コロナウイルス感
染症対策を講じた上、実施予定です。
（５月11日現在）

令和２年度明るい選挙推進啓発用作品の募集
明るい選挙を推進するための選挙啓発用作品を募集します
規

格…Ａ４サイズの大きさで、カラー・白黒は
問いません。
応募方法…作品の裏面右下に、住所、氏名（ふりが
な）、年齢を明記してください。

■ポスターの部（１人１点）
応募資格…県内の小・中・高等学校、特別支援学校
の児童・生徒
規
格…38.2×27.1㎝～54.2×38.2㎝で描画材料は自由
応募方法…作 品の裏面右下に市名、学校名、学年、
氏名（ふりがな）を明記してください。

主

応募・問い合わせ…９月４日㈮までに市選挙管理委
員会（総務課内）☎587－6038、FAX 587
－4033

■標語の部（１人何点でも可）
応募資格…県内在住者
応募方法…はがきに標語、住所、氏名（ふりがな）、
年齢を明記

■四コマ漫画の部（１人１点）
応募資格…県内在住者

催…県選挙管理委員会・県明るい選挙推進協議会
市選挙管理委員会・市明るい選挙推進協議会

※県選挙管理委員会で審査し、入賞作品には賞状およ
び副賞が贈られます。作品は自作で未発表のものに
限ります。また、入賞作品の版権は主催者側に属し、
選挙啓発に利用します。

市有地を売却します！
売 却 方 法…競争入札
（売買予定価格以上で最高価格による有効な入札書を投入した者を買主【落札者】として決定）
入札参加資格…個人または法人
入札日時・場所…８月21日㈮ 午前10時～／市役所本館２階庁議室
申 込 書 類…総務課にて配布します。 ※市ホームページからダウンロード可
申し込み・問い合わせ…６月１日㈪～７月22日㈬までに総務課☎587－6038、FAX 587－4033
（受付／午前８時30分～午後５時15分 土曜・日曜日、祝日は除く）
番
号

物

件

面

積

地

目

用

途

容積率

建ぺい率

売買予定価格

（最低売払価格）

１

吉地字大門前599番４

359.95㎡

宅地

市街化区域
（近隣商業地域）

200％

80％

20,100,000円

２

吉地字大門前599番５
吉地字小川原596番４

359.22㎡

宅地

市街化区域
（近隣商業地域）

200％

80％

23,500,000円

大 型 イベント 開 催の中 止のお知らせ
毎年、開催を楽しみにし、多数来場していただいておりました市の大型イベントについて、これまで準備を進
めていましたが今年度は新型コロナウイルス感染症対策により中止します。
中止に伴う今後の対応等は、お問い合わせください。
◆第12回やすまる広場2020（当初開催予定日：６月７日）
問い合わせ…市民サービスセンター☎589－6430、FAX 589－6438
◆やす花火大会（当初開催予定日：７月11日）
問い合わせ…野洲市夏まつり実行委員会（商工観光課内）☎587－6008、FAX 587－3835
◆オクトーバーフェストやす JAZZ UP ！（当初開催予定日：９月19日・20日）
問い合わせ…オクトーバーフェストやす JAZZ UP ！実行委員会（商工観光課内）☎587－6008、FAX587－3835
2020.6
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家庭ごみ「古布類」の分別収集の一時中断のお知らせ
各家庭から出される衣類やタオルなどの古布類は、分別収集し再資源化業者に引き渡した後、大半は国外に輸
出されリサイクルされてきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により輸出先の各国が輸入を制限し、多
くの古布類が国内に滞留、資源化できない状態となりました。このため、６月から現在の状態が解消されるまで
各集積所での古布類の分別収集は一時中断します。
なお、古布類の収集が再開するまで、各ご家庭での保管にご協力をお願いします。
また、寸法直しや布マスク等への仕立て直しなどの活用によるごみの減量化にもご協力をお願いします。やむを
得ずごみとして出される場合は、
「燃えるごみ」として出してください。
今後、収集を再開する場合は改めてお知らせします。
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX 587－3834

７月６日からコミュニティバス
「おのりやす」
の
路線を拡充し、
便利になります！
コミュニティバスの拠点の移設および（仮称）野洲市健康スポーツセンターが７月にオー
プンすることから、同スポーツセンターの利用手段の確保のためコミュニティバス「おのり
やす」の路線を拡充し、各コースの運行ルートと運行ダイヤを変更します。
コミュニティバスは、各個人が自動車で移動するより環境に優しいエコな乗り物です。買
い物や通院など、お気軽にご利用ください。
※運行ルート等の詳細は、６月上旬にリーフレットを全戸配布しますのでご覧ください。
また、リーフレットは市内公共施設に設置するほか、市ホームページにも掲載します。

◇◆◇ 主な変更点 ◇◆◇
◦市役所内にあったコミュニティバスの拠点（運行管
理室、バス駐車場および発着所）を野洲市総合体育
館に移設します。
◦（仮称）野洲市健康スポーツセンターまで路線を延
伸します。
◦市民の皆さんからの要望等により、全体的なダイヤ
の再編成を行います。
運 行 日…月曜～土曜日（日曜日、祝日、年末年始（12
月29日～１月３日）は運休）
運
賃…◦大人（中学生以上）… ……………… 200円
◦小人（小学生）… …………………… 100円
◦幼児（１歳以上就学前まで）… …… 無料
◦乳児（１歳未満）… ………………… 無料
◦70歳以上……………………………… 100円
（桃色の「げんきカード」の提示が必要です。
）
◦身 体・知的・精神障がい者およびその介
護者
（身体障害者手帳等の提示が必要です。）
大人（中学生以上）… ……………… 100円
小人（小学生）
… …………………… 50円
回数券（100円券23枚綴り）………2,000円
※回数券は、バス内および協働推進課で
販売しています。
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乗継制度…１回の運賃にて別コースへ乗継が可能です。
乗継が可能なバス停は次の５カ所です。
◦野洲駅南口
◦市民サービスセンター
◦野洲市健康福祉センター
◦野洲市役所
◦総合体育館駐車場
※詳細はリーフレットをご覧ください。
問い合わせ…コミュニティバス運行管理室（総合体育
館内）☎587－5700
協働推進課☎587－6043、FAX 587－4033

★☆ 位置情報アプリをご活用ください！ ☆★
専用アプリ「知らせてビューア」により、バスの現
在位置を確認することができます。他にも設定により、
バスが近づくとお知らせを受け取ることができる便利
なアプリです。ぜひご活用ください。
使用方法や詳細については市ホームページにて確認
できます。
市トップページ＞お役立ち情報＞
コミュニティバス＞コミュニティバ
ス運行の順にアクセスしていただく
か、または右の画像を読み込んでく
ださい。

野洲市空家解体促進事業補助金のお知らせ
申し込みは９月までの先着順となります。

■目

的

 市民の安全・安心の確保、住環境の改善および
良好な景観の促進を図ることを目的に、市では空
家の解体を推進するため、市内における危険な空
家の解体工事を実施する所有者等に対し費用の一
部を補助します。

■対象空家
次の全てを満たす空家
◦危険空家であること。
◦１ 年以上空家になっている市内の住宅（長屋、
共同住宅を含む）または店舗であること。
◦個人が所有するものであること。
◦故意に破損させたものでないこと。
◦所 有権以外の権利が設定されていないこと。た
だし当該権利者の同意があれば可能。

■対

象

次の全てを満たす人
◦空家の所有者または相続人
※共 有物があるときは他の共有者全員の同意が
必要です。
◦市税の滞納がない人
◦暴力団員または暴力団関係者でない人
◦こ の要綱による補助金の交付を受けたことがな
い人

◦補 助金の交付を決定する前に着手した工事でな
いこと。
◦空 家等対策の推進に関する特別措置法による勧
告を受けたものでないこと。
◦補 助対象事業は当該年度２月末日までに完了す
る工事であること。
◦暴 力団員または暴力団関係者が関与する工事で
ないこと。

■補助額
◦補助限度額50万円（解体工事費の１/２）
※解体工事費が100万円以上の場合、補助額は50
万円。解体工事費が100万円未満の場合の補助
額は解体工事費の１/２（千円未満切り捨て）
となります。
◦予算額の範囲内での交付となります。

■その他

■対象事業
次の全てを満たす事業
◦空家を解体し、敷地を更地にする工事であること。
◦建築リサイクル法に基づく工事であること。
◦他 の制度に基づく助成等の対象になっていない
こと。

◦補 助申請には、対象空家の調査、認定が必要と
なります。

問い合わせ…住宅課☎587－6322、FAX 586－2176

市立野洲病院が健康情報の発信はじめます！
市立野洲病院では市民の皆さんの健康維持・向上のために市内の自治会サロンへ出向き、健康講座や体操教室
を開催していますが、新型コロナウイルス感染症対策により当分の間、地域へ伺うのは難しい状況です。
このような状況の中、少しでも皆さんの健康管理のお手伝いができるよう、広報紙やホーム
ページを活用して定期的な情報を発信していこうと考えています。
詳細は市立野洲病院ホームページをご覧ください。
問い合わせ…市立野洲病院企画管理課☎587－5559、FAX 587－5004
ホームページ

2020.6
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これからのまちづくりにご意見を ！

野洲市都市計画マスタープラン
改訂に係る市民アンケート調査を実施します
都市の将来像を明確にし、土地利用・都市開発・道路・公園づくりなど、都市計画（都市づくり）を定める際
の基本的な方針を定めた「野洲市都市計画マスタープラン」が令和２年度で終期を迎えます。この計画の見直し
にあたり、市民の皆さんが持つまちへの思いや、自分たちが住んでいる地域をより良く安全・快適にするために
必要な取り組みについて広くお聴きし、計画に反映させるため市民アンケート調査を実施します。
日頃、市民の皆さんが思うお住いの地域の将来のことについて、ご意見をお聴かせください。
実施期間…６月１日㈪～19日㈮
調査方法…①郵送によるアンケート
ご自宅に調査票を送付しますので、同封の返信用封筒にて回答をお願いします。
対 象…18歳以上の市内在住者、2,000人
（野洲、北野、三上、祇王、篠原、中里、兵主の各地域より200～400人程度を無作為抽出）
②Web（ウェブ）アンケート
市ホームページに掲載のアンケートフォームにて回答をお願いします。
対 象…18歳以上の市内在住・在勤者
問い合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX586－2176、Eメールtosi@city.yasu.lg.jp

地域の暮らしの将来を自由に考えてみませんか
兵主地域

篠原地域

琵琶湖岸へのアクセスが不便
家を建てる場所がない

地域内の道路が狭い
緑あふれる景色を残していきたい

など

など

中里地域
野洲駅へのアクセスをもっと便利に
大津湖南幹線沿いにお店がほしい

祇王地域
近くにスーパーがあったらいいな

など

線路の横断が不便
など

北野地域
野洲駅前をもっと便利に
広い公園で子どもを遊ばせたい

▲地域（学区）別高齢化率

など

三上地域

野洲地域

高齢になって買い物に行きづらい

野洲駅前を水害により強くしてほしい
朝夕は道路が混雑している
など

国道８号バイパス沿いにお店がほしい
など

▲地域（学区）別高齢化率
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▲今後の人口および年齢構成の推移

皆さんの貴重なご意見をお待ちしています！

5.0
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マイナンバーカードを使って住民票等が
取得できるコンビニ交付をご利用ください！
マイナンバーカード（個人番号カード）を使って、全国の主要なコンビニエンスストア等で住民票の写しなどの
証明書が取得できます。
コンビニ交付を利用することにより混雑する窓口にお越しいただかなくても済み、交付手数料もお安くなります。
■利用できる時間
午前６時30分～午後11時（保守点検日は除く）
※各店舗の営業時間内での利用に限ります。営業時間は各店舗にお問い合わせください。
■利用できる主な店舗
㈱平和堂（一部店舗に限る）、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンリテール など
■必要なもの
マイナンバーカード
（利用者証明用電子証明書の搭載および４桁の暗証番号の入力が必要です。）
■取得できる証明書と手数料
証明書

市役所の窓口より100円安いです！
手数料

住民票の写し

１通 200円

印鑑登録証明書

１通 200円

戸籍謄本・抄本

１通 350円

戸籍の附票の写し
所得証明書

１通 200円
１通 200円

課税・非課税証明書

１通 200円

取得できる人
カード所有者またはカード所有者と同一世帯の人
※住民票コードは記載されません。
※マイナンバーの記載は選択することができます。
野洲市で印鑑登録をしている人
野洲市に住所および本籍がある人でカード所有者
またはカード所有者と同一戸籍の人
申告などができている人（現年度分のみ）
※被 扶養者等で申告などができていない人は市役
所窓口のみでの対応となります。

マイナンバーカードの申請は、
郵便だけでなくスマートフォンや
パソコン、まちなかの証明写真機
でも可能です。
詳細は、公式サイトをご覧くだ
さい。
マイナンバーカード申請
問い合わせ…市民課
  ☎587－6086、FAX 586－3677

2020.6
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ヘ ルプマーク＆ヘルプ カ ー ド を 知 っ て い ま す か ？
★ヘルプマークは援助が必要な人のためのマークです！
 義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病、妊娠初期の人など、援助や配
慮を必要としていることが外見からは分からない人が周囲に配慮を必要としていること
を知らせ、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。
 ヘルプマークを持った人には、電車やバス内で席を譲ったり、困っているようであれ
ば声をかけるなど、思いやりのある行動をしていただけるようご協力をお願いします。
★ヘルプマークを身に着けた人を見かけたら、こんな手助けをお願いします！
◦電車・バスの中で席をお譲りください
 外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなど同じ姿
勢を保つことが困難な人がいます。また、外見からは分からないため、優先席に座っ
ていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。
◦駅や商業施設などで声をかけるなどの配慮をお願いします
 交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な人や
立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な人がいます。
◦災害時は安全に避難するための支援をお願いします
 視覚や聴覚などに障がいがあり状況把握が難しい人、肢体に障がいがあり自力での
迅速な避難が困難な人がいます。
◆ヘルプカードは必要な支援や配慮をお願いするカードです！
 ヘルプカードは、援助を必要としている障がいがある人などが携帯し、いざというと
きに必要な支援や配慮を周囲の人にお願いするためのカードです。
カードは、財布や定期入れに、またはケースに入れてカバンの外に取り付けるなどして持ち歩きましょう。
◆ヘルプカードの活用例

カードの裏面には、配慮や手助けして欲しいことを記入できます。
例えば…
不自由なこと・苦手なこと
大きな音が苦手です／〇〇が不自由です／体に触れられることが苦手です など
手助けして欲しいこと
連絡先に電話してください／簡単な言葉で説明してください／手話か筆談でお
願いします など
病気や症状のこと
 パニックになることがあります／〇〇アレルギーがあります／発作があります／ペースメーカーを使用しています など
その他
 カバンの中にコミュニケーションボードがあります／災害時には誘導してください／カバンの中に詳しい情報が書
いてあるノートが入っています など
配布・問い合わせ…障がい者自立支援課☎587－6087、FAX586－2177
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令和２年度 国民健康保険税の税率・納期のお知らせ
国民健康保険税は加入者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費をはじめ、子どもが生まれたとき（出産育
児一時金）、家族が亡くなられたとき（葬祭費）の給付に充てられる重要な財源です。納め忘れのないようにしま
しょう。

■ 税率・税額 《12カ月分》

１年間の納税額は６月中旬に世帯主へ郵便でお知らせします。
国民健康保険税の内訳
所得割〔所得に対する負担〕
均等割〔加入者１人につき負担〕
平等割〔加入世帯につき負担〕
課税限度額

■ 主な改正

医療保険分
後期高齢者支援金分
介護納付金分
6.71％（6.93％）
2.27％（2.32％）
2.22％（1.99％）
29,084円（28,129円）
9,713円（9,768円）
11,425円（10,563円）
21,344円（21,650円）
7,128円（7,518円）
  5,703円（ 4,972円）
630,000円（610,000円） 190,000円（190,000円） 170,000円（160,000円）
（ ）は前年度の数字

○税率の見直し
 県より示された、市町村国民健康保険事業費納付金や市の国民健康保険財政調整基金の保有状況を勘案し、
国民健康保険税の税率（額）を改正します。
○課税限度額を見直し
 高齢化の進展などに伴って医療費等が増加する中、所得に応じて国民健康保険税をより適正に負担いただ
くため、医療保険分の賦課限度額を61万円から63万円に、介護納付金分を16万円から17万円に引き上げます。
○低所得者に対する軽減を拡充
 均等割額および平等割額を軽減する所得基準について、低所得者に対する税軽減措置の拡充を図るため、
５割軽減と２割軽減の基準を緩和します。
※詳細は、６月中旬に送付予定の納税通知書に同封しているリーフレットをご覧ください。

■ 納期限一覧（普通徴収）

納付は６月～３月までの計10回です。
※年金からの天引き対象者（特別徴収）は、年金の各支給月となります。
期別
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期

納期限
６月30日
７月31日
８月31日
９月30日
11月２日

期別
第６期
第７期
第８期
第９期
第10期

納期限
11月30日
12月25日
令和３年２月１日
３月１日
３月31日

※納 税には、便利で確実な口座振替をご
利用ください。口座振替の申込用紙は、
税務課、市民サービスセンター、市内
の金融機関にご用意しておりますので、
必要事項を記入し、各金融機関へ提出
してください。

※第１期の納期限は、通知書が届いてから日数がありませんのでご注意ください。

◇◆◇ 非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます！ ◇◆◇
会社都合により離職（倒産や雇止め、解雇等の事業主都合による離職）を余儀なくされ、雇用保険の失業給付
等を受給する人（非自発的失業者）には、国民健康保険税が軽減される制度があります。対象となる人は、印鑑、
ハローワーク発行の雇用保険受給資格者証およびマイナンバーカード（お持ちでない人は通知カード等の番号確
認書類と運転免許証等の本人確認書類）を持参の上、税務課に設置しています申請書に必要事項を記入し、提出
してください。
対

象…会社都合により離職した65歳未満の人で、ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」を持ち、そ
の離職理由欄に指定の数字が（下表参照）記載されている人
離職理由コード
特定受給資格者
11
12
21
22
31
32
特定理由離職者
23
33
34
軽減割合…給与所得を本来の金額の30％とみなして計算します。
軽減期間…離職の翌日から翌年度末まで（最長２年間）
問い合わせ…税務課☎587－6040、FAX 587－2439
2020.6
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住民税非課税世帯の人の介護保険料を引き下げます
65歳以上の人が支払う介護保険料について、住民税非課税世帯の人を対象に引き下げます。これは、昨年10月
の消費税率の改定により、全国的に実施される負担軽減拡充策です。
６月中旬に送付する今年度の介護保険料の決定通知書で、対象の人には引下げ後の保険料額を通知しますので、
特に手続きは不要です。
所得段階

対

象

引下げ後の介護
（参考）
保険料（年額） 引下げ前（年額）

第１段階

次のいずれかの人
・世 帯全員が住民税非課税で、本人の「課税年金収入額＋合
計所得金額から課税年金収入に係る所得を控除した額」が
80万円以下の人
・住民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している人
・生活保護を受給している人

21,528円

26,910円

第２段階

・世帯全員が住民税非課税で本人の「課税年金収入額＋合計
所得金額から課税年金収入に係る所得を控除した額」が80
万円超120万円以下の人

35,880円

44,850円

第３段階

・世帯全員が住民税非課税で、第１段階、第２段階以外の人

50,232円

52,026円

問い合わせ…高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176

児童手当・特例給付のお知らせ
☆★☆ 児童手当『６月期支払』☆★☆
６月期の定期支払いは、６月12日㈮を予定しています。※２～５月分の手当が対象です。

◇◆◇ 現況届の提出を ◇◆◇
児童手当・特例給付を受給されている人が継続して児童手当を受ける要件にあるかどうかを確認するため、毎
年６月に「現況届」による審査を実施しています。現況届に関する書類は、市から６月上旬に各受給者へ送付し
ますので、６月１日における状況を記入の上、必ず６月末までに提出してください。この届の提出がないと、６
月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※現況届により児童を養育している人の前年の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として中学校修了
前の児童一人につき月額5,000円が給付されます。
【所得制限限度額表】
扶養親族等の数
所得制限限度額
０人
622万円
１人
660万円
２人
698万円
３人
736万円

※扶養親族が４人を超える場合は１人につき38万円を所得制限限度額
に加算します。
※審査は、平成31年１月～令和元年12月の所得に所要の控除を差し引
いて行います。

～ 令和２年度 子育て世帯への臨時特別給付金のお知らせ ～
対象児童１人につき１万円を４月分（３月分を含む）の児童手当（本則給付）を受給されている人に支給します。
対象児童は３月31日までに生まれた児童で、３月まで中学校に在籍していた児童（新高校１年生など）も含み
ます。原則、申請は不要となっており、支給対象となる人には、詳細が決まり次第お知らせします。
※公務員は、所属庁から支給対象者であると証明を受けた上で申請していただくことになります。
問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176
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中小企業向け融資利子補給制度のご案内
市内の中小企業者が、事業資金のために貸付を受け
た融資制度に係る償還利子の一部を補給します。
申請される事業者は、次の内容をご確認の上、手続
きを行ってください。
【申請期間】
６月１日㈪～７月31日㈮ 午前８時30分～午後５時15分
（土曜・日曜日、祝日は除く）
【対 象】
⑴野洲市小規模企業者 小口簡易資金
⑵滋賀県経営支援資金 小規模企業者枠（旧滋賀県
経営安定資金を含む。）
⑶滋賀県セーフティネット資金（新規枠・借換枠）
※上 記⑶は、平成20年10月31日～令和２年３月31日
に中小企業信用保険法第２条第５項第１号～第８
号のいずれかに該当し、市町長の認定を受けた事
業者が対象
【対象利子】
平成31年４月１日～令和２年３月31日の償還利子
【補給要件】
対象となる融資制度（上記記事）を利用し、次の
①～⑤を全て満たす事業者
①平成31年４月１日～令和２年３月31日に、融資に
係る利子の支払いがあったこと。
②申請時点において野洲市内で事業を営む個人また
は野洲市内に主たる事業所を有し、かつ野洲市内
で事業を営む法人であること。
③市町村税および国民健康保険税を完納しているこ
と。
④融資金に係る元利金を遅滞なく返済し、融資制度
に係る契約を誠実に履行していること。
⑤対 象となる融資制度のうち、滋賀県セーフティ
ネット資金の利用者に限り、１事業者当たり１口
のみ、申請が可能
※令和元年度中にこのセーフティネット資金を借換
えた場合、借換え後の資金も対象です。

【補給率】 年0.4％
（年度内の支払利子の合計（円）×0.4％÷融資利率
（％）で算出されます。）
※対 象となる融資制度のうち、滋賀県セーフティ
ネット資金は限度額 ５万円
※１円未満は切り捨て
【申請手続き】
次の①～⑥を申請期間内に商工観光課まで持参し
てください。
①利子補給金 交付申請書（１口につき１部）
②利子償還完了証明書（１口につき１部）
※全 ての申請者分を一括で金融機関に照会しま
す。
③融資制度がわかる返済明細書（金融機関発行）の
写し
④市 税完納証明書（市町村税および国民健康保険
税、申請が何口かあっても原本１部）
※完納証明書発行のため、申請時点で納税後約14
日以内の場合は、納付を確認できる証明書等
（領収書）を必ず税務課に持参してください。
⑤利子補給金交付請求書（１口につき１部）
※事前に受け取ります。
⑥法人／直近の法人市民税の確定申告書の写し
個人／直近の所得税の確定申告書の写し
※マイナンバー（個人番号）が判読できないよう
処理してください。
※詳細は、市ホームページ「野洲市中小企業者向け利
子補給制度」に掲載しています。
※申請書類は、商工観光課、野洲市商工会に設置して
います。市ホームページからダウンロード可
※ご利用の融資が対象であるかどうかは、取引先の金
融機関にお尋ねください。
【申し込み・問い合わせ】
商工観光課☎587－6008、FAX 587－3835

令和元年度 市税滞納者の差押え実績
納税推進課では、市の歳入の根幹である市税収入の確保、収納率の向上、滞納金額の縮小および納税の公平性
と公正性の確保のため、市税滞納者に対して以下の滞納処分（差押え）を執行しました。
○差押え件数
種類
不動産
預貯金
給 与
国税還付金
宅建保証金
計

件数
4件
42件
4件
2件
－
52件

○差押え等により徴収した金額
種類
金額
不動産
－
預貯金
3,250,046円
給 与
1,550,582円
国税還付金
61,914円
宅建保証金 等
447,766円
計
5,310,308円

※左記の実績には、本税のほか、督促手数
料・延滞金を含みます。
※差 押えを執行した年度と徴収した年度が
異なる場合があります。
問い合わせ…納税推進課
☎587－6013、FAX 587－2439
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問い合わせ…北村季吟顕彰会（生涯学習スポーツ課内）☎587－6053、FAX587－3835

文学の散歩道

※追悼法要は、同日午前９時から地元自治会主催により北自治会館句碑前で挙行されます。

令和元年度入選作品の中から一部を紹介します

◆短歌
秋の日の日ざしがながく入り込みて
廊下の傷の白く浮き立つ ／ ころん（高木）
ミニトマト赤い実をつけにっこりと
孫よろこびて水やり楽し ／ 小島 京子（守山市）
若き日日四季折々の花咲かせ
子らと愛でしに草生う庭よ ／ 但馬 戒融（大津市）
◆俳句
ちぎり絵に一筆添えて夏便り ／ 中山 博（西河原）
廃線の赤き鉄路や旱梅雨 ／ からん（高木）
コスモスの色とりどりに励まされ ／ 小島 京子（守山市）
◆川柳
年をとり免許返納妻頼り ／ 中村 城啓（近江富士）
戦中派断捨離したが又増える ／ 脇坂 洋子（小南）
露天風呂女人入り来て風うごく ／ 蛍（高木）

表彰式

俳句

当日の部

第３部

悲喜こもごもの走馬灯／ 脇坂 洋子（小南）
余力残して今日終る ／ めだか（高木）
世相の濁り包み込む ／ よし笛（小南）

まきびら

俳句 表彰式
歌声コンサート さわやかコーラス
みやがわしん や
お話会「季吟・湖春と芭蕉」／宮川真弥さん

○俳句巻開き（北村季吟顕彰会主催）
午前10時15分～ 野洲文化小劇場
第１部 募集の部
午前10時45分～ 第２部 催
事

（天理大学附属天理図書館司書研究員）

午後０時15分～

◆冠句
ふり返る
まだ若い
雪まつり

 3835
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◆情歌
覗く小窓に昨日の花が届けて良かった回り道 ／ 木楽 蜻蛉（小南）
蛍火みたいな二人だけれど無理を言い合う仲でいる ／ よし笛（小南）
愛しの人と偶には喧嘩より添い傘で仲直り ／ 名無し（西河原）

6053、

FAX
587
－

文学の散歩道は、文学が持つ創作の魅力に触れていただき、その裾野を広げること
を目的として実施しています。毎月の投稿者交流会は、学ぶだけでなく、愛好者が集
う楽しい憩いの場所でもあります。経験・未経験は問いませんので、お気軽にご参加
ください。作品の応募用紙は生涯学習スポーツ課、各コミュニティセンター等に設置
しています。
問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎

587
－

き た む ら き ぎ ん けんしょう

第65回 北村季吟顕彰記念事業 開催のお知らせ

北村季吟顕彰会では、郷土の偉人である北村季吟の業績を偲び、俳諧に深く携わった功績をたたえるため、第
65回北村季吟顕彰記念事業を開催します。
「第２部」では、地元で活躍するコーラス団体による歌声コンサートや北村季吟
に関するお話会を開催します。
「第３部」では、当日の部俳句会の選者選句による表彰式を開催します。

※当日の部に投句できるのは、募集の部に投句いただいた人のみです。
季題は当日の午前８時30分に野洲文化小劇場前に掲示します。

日程等…６月13日㈯

（仮称）野洲市健康
スポーツセンターからの
お知らせ
スイミング会員とフィットネス会員の先行入会申込
会を行います。
詳細は、お問い合わせいただくか、ホームページを
ご覧ください。
日 時…６月５日㈮・６日㈯ 午前10時～午後５時
場 所…野洲市総合体育館
問い合わせ…野洲市健康スポーツセンター開設準備室
☎596－5964、ホームページ
https://www.yasu-sports.com

ホームページ

国民年金保険料
免除等の申請のお知らせ
保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡
といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金
や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付するこ
とが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予
となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（50
歳未満）」がありますので、申請手続きをしてく
ださい。
令和２年度分（７月分～令和３年６月分）の免
除等の受け付けは７月１日から行います。
また、申請時点の２年１カ月前の月分まで遡っ
て申請することができます。
失業等により保険料を納付することが経済的に
困難になったものの、申請を忘れていた期間があ
る人は、市保険年金課または年金事務所へご相談
ください。
なお、新型コロナウイルスの感染症対策のため、
当面は郵送にて申請いただくようお願いします。
申請書は、日本年金機構のホームページよりダウ
ンロードいただくか、電話にて依頼してください。
問い合わせ…市保険年金課 ☎587－6081、
FAX586－2177
草津年金事務所☎567－2220

大学等
修学奨励金を
給付します
大学等（短期大学・高等専門学校を含む）に在籍し、
経済的理由により修学することが困難な人を対象に、
大学等修学奨励金を給付します。
対

象…次の①～③を全て満たす人
①市内在住者で大学等に就学している人
②住民税所得割非課税世帯に属し、経済的
な理由により学費の支弁が著しく困難で
あると認められる人
③社会的に有為な活動をすると認められる人
給 付 額…▽奨学金
3,000円／月
▽入学支度金 10,000円
（今年度に入学した人のみ）
申請期間…６月１日㈪～30日㈫ 午前８時30分～午後
５時15分（土曜・日曜日は除く）
申請手続き…在 学を証明する書類（学生証の写し等）
を持参してください。
※給付申請書は、学校教育課に設置しています。市ホー
ムページからダウンロード可
申請・問い合わせ…学校教育課
☎587－6017、FAX 587－3835

野洲市総合計画審議会
第３回専門部会を開催します
令和３年度以降の市の将来像やまちづくりの方向性
を示す指針である「第２次野洲市総合計画」を策定す
るため、学識経験者や関係団体の代表者等から構成さ
れる「野洲市総合計画審議会」を開催し、審議を行い
ます。
専門部会では、次期計画の施策等について、分野ご
とに４部会に分かれて具体的な審議を行います。
会議は公開で行いますので、どなたでも傍聴できます。
日

時…▽子育て・教育・人権部会
６月24日㈬ 午後２時～
▽産業・観光・歴史文化部会
６月30日㈫ 午後１時30分～
▽環境・都市計画・都市基盤整備部会
７月２日㈭ 午後２時～
場 所…市役所本館２階庁議室
内 容（予定）…基本計画の各施策について
問い合わせ…企画調整課☎587－6039、FAX 586－2200

≪お知らせ≫
各種事業やイベント等の開催記事を掲載していますが、新型コロナウイルス感染症対策により中止・延期になる場合があります。
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ご協力をお願いします
まちぐるみで愛の声かけ運動

はつらつ野洲っ子
中学生広場は中止します

子どもたちの安心安全を守る一番の力は地域の目で
す。あいさつを通して見守る運動にご協力をお願いし
ます。
日
場

７月４日㈯に開催する予定でしたが、新型コロナ
ウイルス感染症対策により、中止させていただきま
す。

時…７月１日㈬ 午前７時30分頃～
所…市内全域の通学路

※午前７時現在で市内に気象警報（大雨、洪水、暴風）
、
特別警報が発令されている場合は中止とします。

問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX 587－3835

全国ごみ不法投棄監視ウィークです
５月30日（ごみゼロの日）～６月５日（環境の日）
不法投棄は重大な犯罪であり、警察とも連携して対処しています。
不法投棄をした人には、法律により５年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が課せられます。
不法投棄行為の早期発見と未然防止のため、市では地域の協力を得て不法投棄監視員による定期的な巡回とク
リーンパトロール隊による不法投棄物の回収を行っています。
不法投棄の早期発見には市民の皆さんの協力が欠かせません。皆さんの力で美しく住みよいまちにしましょう！

不法投棄監視員14人を紹介します
市では、不法投棄の早期発見を図り不法投棄行為の未然防止と啓発活動に努めるため、各学区に２人の不法投
棄監視員を委嘱しています。
学

区

氏

名

学

さくらい

まさあき

のむら

てるお

野洲学区

三上学区

櫻井

野村

輝夫

つちかわ

こうじ

土川
みない か

祇王学区

幸司
づ

お

南井加津雄
たなか

北野学区

正明

康嗣

やまざき

しげる

たけうち

まさひろ

茂

竹内

政博

しらい

しょうじ

白井

氏
はしもと

篠原学区

中里学区

やすつぐ

田中
山﨑

区

橋本

雅昭

か が つ め こうじ

加々爪孝治
たなか

でんいち

こうやま

よしはる

田中
神山
つじもと

兵主学区

名
まさあき

傳一
良晴
きみかず

辻󠄀本

公和

よしだ

きよし

吉田

清

（敬称略）

◇◆ 不法投棄監視員の仕事 ◆◇
①不法投棄の未然防止のため、地域啓発に努め
ています。
②不法投棄の早期発見に努めるため、各学区の
不法投棄の発生しやすい箇所を１回２時間
以上の巡視を月２回以上、１回につき２時間
以上の巡視および回収をしています。
③不 法投棄者および不法投棄物の発見の有無
にかかわらず巡視状況報告書の提出を行っ
ています。

彰司
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834
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スポ推トピック
今年度の野洲市スポーツ推進委員は24人です。
多くの人がいろいろなスポーツを楽しむお手伝いをする活動をしています。
令和２年度 野洲市スポーツ推進委員協議会組織の紹介
会長／山本

博一

副会長／岩井

孝子・川端

範雄

※

は部会長

研修部

支援・普及部

広報部

動

年間事業計画・
イベント企画

生涯スポーツ推進に
おけるスキルアップ
研修・人権研修

地域や各種団体への
スポーツ支援・普及

各種イベントの広報活動
スポ推トピック・
スポ推だより発行

委

若松津賀子・薗田 孝浩
青木美弥子・中澤 千聡
山岡 康宏・山本 博一

松並 典子・我孫子 実
吉田 和代・栢木
守
山中 秀樹・岩井 孝子

山田
修・田中 千秋
三大寺久美・木村
崇
吉田 芳行・川端 範雄

板倉 祥浩・白井 洋一
米澤 麻利・外田 順一
梅本 優香・石塚 健一

活

企画部

員

（敬称略）

第10回ニュースポーツバイキングは中止します
６月27日㈯午前9時30分から野洲市総合体育館で開催を予定していました第10回ニュー
スポーツバイキング（第２回生涯スポーツリーダー育成セミナー）は新型コロナウイル
ス感染症対策により、中止させていただきます。
そこで、少しでも運動不足を解消するために、家でできるラジオ体操を紹介します。
野洲市発の「ドウタクくんと一緒にラジオ体操！」です！お手持ちのスマートフォン
などで右の画像を読み取ると動画が流れます。一度楽しんでみてはいかがでしょうか。
ストレス解消にもなります。
他にもウォーキングやテレビでの運動などでからだを動かしましょう。
◇◆ 今後の行事予定 ◆◇

第14回ストックウォーキング

日 時…11月23日㈷ 午前９時30分～正午
場 所…近江富士花緑公園・希望が丘文化公園（予定）
参加費…200円／人（傷害保険料含む） ※ストックの無料貸し出しあり
問い合わせ…野洲市スポーツ推進委員協議会事務局（生涯学習スポーツ課内）
☎587－6053、FAX587－3835

６月は「土砂災害防止月間」です
これからの季節は、梅雨前線や台風などにより土砂災害の危険性が高まります。
土砂災害防止月間を機に、地域の危険な場所や避難場所までの経路を歩いて確
認するなど、万が一の事態に対する備えをお願いします。
問い合わせ…道路河川課☎587－6323、FAX586－2176
危機管理課☎587－6089、FAX587－4033

2020.6
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暮らしの情報

ものをいかす交換銀行
斡旋対象…市内在住者（古物商は除く）
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX 587－3834
受付時間…月曜～金曜日（祝日は除く）午前８時30分～午後５時15分

※６月２日㈫～受付（抽選・先着順）

受付開始時の混雑を解消するため、開始から一定期間内
の受け付けを抽選方式で実施します。その後は先着順で受
け付けします。
なお、抽選は市職員が実施し、交渉順位を決定します。
【抽選受付期間】 ６月２日㈫～４日㈭ 午後３時
（抽選日：４日㈭ 午後４時～）
【先着受付期間】 ６月４日㈭ 午後３時～30日㈫
★印は今月号からの掲載分です。
※掲載中の物品は、５月14日現在のものです。
譲ります
使用状況 希望価格
番号
品 名
810 学習机（コイズミ）
中古
無料
製図台（椅子付き、幅約２×奥行約１×高さ
815
中古
無料
1.5ｍ、
木製、
定規付き）
816 マッサージチェア
（フジ医療器、
ＡＳ352）
中古
無料
819 石油ファンヒーター
（２台）
中古
無料
電子ピアノ
820
中古
無料
（ヤマハ、
ＹＤＰ-201、
木目、
1999年製）
ほぼ
822 スキー板（長さ175ｃｍ、
ケース付き）
1,000円
未使用
823 エレクトーン
（10年前）
中古
無料
825 ベビーの組布団セット
（㈱イマージ、
ひよこ柄） 中古
無料
826 テニスラケット
（硬式用、
１本、
朱色っぽい色） 中古
500円
827 エレクトーン
（ヤマハ、
ＨＳ-５）
中古
無料
ドクターマット
（キッチンマット）
中古
1,000円
828
（アサヒ軽金属、
180ｃｍ、
緑色）
自転車（折りたたみ、
片山右京オリジナル、
中古
2,300円
829
７段内装変速、
銀色）
830 エレクトーン
（ヤマハ、
ＥＬ70、
黒）
中古
無料
★フランス人形（白いドレス、
ガラスケース
：幅
831
中古
無料
50×奥行40×高さ70ｃｍ程度）
★羊毛敷布団
未使用
無料
832
（セミダブル、
ナイロンカバー入り）
★携帯電話カバー
833
中古
相談
（Ｙ!mobile、
DIGNO®E、
503KC-YM
（黒）
）
834 ★物干し台（高さ170×幅110ｃｍ、
２本）
中古
無料
★パソコンプリンターカートリッジ
835
未使用
無料
（キャノン、
ＢＣＩ-325、
326、
６色）
★ケース入り日本人形（ケース縦33.5×横28
836
中古
無料
×高さ54ｃｍ、
絹の着物）
★スキヨドールズリボン
（フランス人形、
ケー
837
中古
無料
ス縦46.5×横40.5×高さ63.2ｃｍ）
譲ってください
番号
品 名
62 自転車（22インチ、
大人用、
白）
63 ノートパソコン
（ＤＶＤスロットがあるもの）

希望価格
無料
相談

64 ミシン
（規格、
型式等応相談）

無料

65 野洲中学校学ラン上着（175Ｂ以上）

無料

66 ★携帯用ＣＤプレイヤー
（メーカー問わず）

無料

67 ★キーボード
（メーカー問わず）

無料

68 ★グラウンドゴルフパター
（１本、
メーカー問わず）

無料

オオキンケイギクは
特定外来生物です
オオキンケイギクは、
例年５月～７月にかけ
て鮮やかな黄色い花を
咲かせるキク科の植物
で、道路沿いや河川敷
など、日当たりのよい
場所に群落を作ります。
この花は繁殖力が高
く、日本の生態系に重大な影響を及ぼす恐れがある
植物として、外来生物法による「特定外来生物」に
指定されています。
栽培、運搬、販売、野外に放つ行為などが禁止さ
れています。県内でも生育地を拡大し、在来種へ大
きな被害を与えていますので、十分ご注意ください。
オオキンケイギクが生えていることに気づいた
ら、なるべく早く根を残さないように抜き取ってく
ださい。抜き取った後はすぐに袋に入れ、実や種が
ある場合はこぼれないよう、袋の口をしっかりと閉
じ、燃えるゴミとして出してください。
※詳細は、市ホームページ『特定外来生物「オオキ
ンケイギク」について』をご覧ください。
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

湖南広域消防局
消防職員募集
採用予定…上級職７人程度
受験資格…平成７年４月２日～平成11年４月１日に生
まれた人
１次試験…７月12日㈰ 午前９時～／湖南広域消防局
北消防署（守山市石田町377－１）
試験科目…教養試験・体力試験・適性検査
※体力試験・適性検査については、別日程
で教養試験の一定点数以上の人を対象に
実施
２次試験…９月上旬に予定
（場所・時間等は第１次試験合格者に通知）
申し込み・問い合わせ…
６月19日㈮までに持参または郵送のいずれ
かで湖南広域行政組合総務部総務課人事係
（〒520－3024栗東市小柿３丁目１－１）
☎551－2727、FAX551－2729
※受験願書は同組合総務部総務課または消防局、消防署、
出張所に設置。ホームページからダウンロード可
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女

（－ 105）
      
25,618 人 （＋ 42）

世帯 20,595 世帯 （＋ 96）
（＋ 310）

し尿汲取日程
問い合わせ…環境課☎ 587 － 6003、FAX587 － 3834

1・2・3

行政区および字名

比留田

5

20

15

７
８

FAX
586 587
－ －

30

◆市県民税（１期）
◆国民健康保険税
（１期）
◆公営住宅使用料（６月分）
納期限（口座振替日）は
６月 30 日です

★口座振替をご利用の人へ
振替日の残高確認をお願いします。振替不能となっ
た場合は各所管課へ連絡してください。未払いのまま
放置されますと督促手数料が発生する場合があります。

◆汲取予定日に留守になる家庭は隣近所に頼んでおいてください。
◆土曜・日曜日、祝日は休みです。
◆野 洲・三上・北野・祇王・篠原学区については、汲取の必要な場合は予定日の
２日ほど前から 汲 の赤い旗を作業員の見える所へ出してください。旗が出てい
ないときは、汲取はできません。
◆汲取の申し込み・支払いは、直接業者へ。

汲取予定日

行政区および字名

汲取予定日

1・2

久野部・竹生・北野一丁目

1・2・3

大畑・七間場

行政区および字名

4・5・8

行畑・野洲

4

西河原・吉地

4

冨波甲・冨波乙・五之里

8

乙窪・北比江

8

辻町・上永原

10・11

比江・松林

9

上町・下町・上屋

12・15・16

市三宅・妙光寺

15

吉川・菖蒲

11

江部・中北・北

17・18・19

三上

16

六条

15

小南・高木

22・23・24

北桜・南桜

18

井口・堤・安治

16

篠原駅前・長島

22・23

須原・野田・五条

18

成橋・街道

25・26・29

五反田・山田・縄手・
樋ノ尻・稲辻・冨波南

25

虫生・木部・八夫

22

入町・大篠原東町・大篠原西町

24・25

民生活相談課

25,656 人 （＋ 56）
（＋ 120）

月１日現在

男

７

30

今月の納税等

（前月比）（前年比）

市民のうごき

（前月比 ＋ 98 人）

15

587
－

市

10

30

15

各種相談

30

15

人

９

10

６

☎
６０６３
３６７７
■法律相談 相続・登記・不
動産・家庭問題などの法律相
談を実施。１人 分以内で予
約制。
月 日㈬（司法書
士 ）、 月 日 ㈪（ 弁 護 士 ）、
いずれも午後１時～４時 市
役所本館市民生活相談課

７

FAX
518
－

30

587
－

※各相談は無料。祝日は除く。
権なんでも相談所
人権擁護委員が相談に
応じます。
月 日㈪午前
時～正午 人権センター相
談室 人権センター☎
４
５３３、
１８６０

30

人口 51,274 人 （前年比 ＋ 15 人）

汲取予定日

こ

FAX
587
－

10

■しごと・くらし相談 仕事・
生活のことなど困りごとの相
談支援。 毎週月曜～金曜日
午前８時 分～午後５時 分
※やすワークでは、就職ナビ
ゲーター相談も実施（要予約）

－

518
－

■消費生活相談 悪質商法や
多重債務問題などの消費生活
相談。 毎週月曜～金曜日午
前８時 分～午後５時 分

30

ころの教育相談 不登
校
   、いじめなどに関す
る子どもや保護者の相談。面
接・電話相談。予約制。 毎
週月曜～金曜日午前 時
分～午後４ 時 分
ふれあ
い教育相談センター☎
６９２５、
２００４

15

30

■行政書士相談 書類の作成
（ 遺 言 書、 遺 産 分 割 協 議 書、
契約書など）についての相談
を実施。１人 分以内で予約
月 日㈭午前 時～
制。
正午 市役所本館市民生活相
談課

■行政相談 新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響を受け
て、市役所での行政相談員に
よ る 相 談 は 休 止 し て い ま す。
国の事務に関するご意見や苦
情について、相談のある人は
行政苦情 番（☎０５７０
０９０１１０）へ電話相談く
だ さ い。（ 平 日 午 前 ８ 時 分
～午後５時 分、受付時間外
は留守番電話での対応）
110

子

589
－

育 て 相 談 電 話 相 談・
個人面談。予約制（当
日 予 約 可 ）。 毎 週 月 曜 ～ 金
曜日午前９時 分～午後４時
分 野洲市子育て支援セン
ター☎
０８３０

589
－

９

会福祉協議会の総合相談

FAX
589
－

30

社

毎週月曜～金曜日午
前 時 ～ 午 後 ５ 時（ 要 予 約 ）
同協議会☎
４ ６ ８ ３、
５７８３

認

知症等の介護相談
毎月第３水曜日午後
１時 分～３時 野洲市健康
福祉センター 野洲市介護
者 家 族 の 会（ 事 務 局 社 会 福
祉協議会）☎
４ ６ ８ ３、
５７８３

FAX
589
－

小堤

【近江美研】 上屋 123
☎ 588 － 4870、FAX588 － 3546 【近江美研】☎、FAX 同左

9・10・11

小篠原・桜生・駅前

【奥村興業】 小篠原 717 －１
☎ 586 － 3333、FAX588 － 1313
フリーダイヤル☎ 0120 － 424110
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催し物●

タオル、軍手、筆記用具、虫
除けスプレーなどの虫対策
グッズ、掘ったタケノコをい
れる袋、タケノコを掘り出す

３時（最終入場／午後２時
分）※雨天中止 同サッカー
場Ｂコート（人工芝） ホー
ル
円 当日会場で直接
申し込み
※用具の無料貸し出しあり
◆ふれ
 あいグラウンド・ゴルフ
（無料開放）
いつもと違った雰囲気でグ
ラウンド・ゴルフをしません
か。※教室、大会ではありま
せん。
６月 日㈮午前９時～正午
（最終入場／午前 時 分）
※雨天中止 同サッカー場
Ｂコート（人工芝） ホール
無料 当日会場で直接申
し込み
※用具の無料貸し出しあり

成年後見制度の相談会

③９月

日㈬午後１時

分～

午後４時 ①野洲市役所本館
１階相談室②栗東市役所２階
第２会議室③守山市すこやか

センター３階講習室 野洲・
守山・草津・栗東市在住の本
人とその支援者（家族、施設
職員、ケアマネジャー等）
無料 不 要
（特非）
成年後
見センターもだま☎
0246、
 0888
※手話通訳が必要な人は事前
にご連絡ください。
募集●

障がい児
サマースクール
参加者募集

６月 日㈭までにびわこ学園
医療福祉センター野洲☎

 ４２１１

銃砲刀剣類は、原則として
所持することは出来ません
が、銃砲刀剣類所持等取締法
第 条により、銃砲刀剣類登
録審査会で審査を受けて、
「銃
砲刀剣類登録証」の交付を受
ければ所持することができま
す。詳細はお問い合わせくだ
さい。
①６月 日㈭② 月８日㈭
③令和３年２月 日㈭午前
時～午後３時 ①③大津合同
庁舎７Ｃ会議室②滋賀県立文

銃砲刀剣類登録審査

お知らせ●

１１４４、
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化産業交流会館第２会議室
銃 砲 刀 剣 類（ 現 物 ）
、警察署
発 行 の 刀 剣 類 発 見 届 出 済 証、
審 査 手 数 料（ ６ ３ ０ ０ 円 ／
件）
、再交付手数料３５００
円／件）※代理人の場合は委
任状 滋賀県文化スポーツ部
文化財保護課☎
４６７２

14

30

成年後見制度の仕組みや手
続きの方法など、なんでもご
相談いただけます。ご相談は、
成 年 後 見 セ ン タ ー「 も だ ま 」
の相談員がお受けし、内容に
よっては専門機関にもおつな
ぎします。
（秘密厳守）
なお、新型コロナウイルス
感染症対策としてマスクの着
用をお願いします。

心身に障がいのある子ども
たちが規則正しい生活で有意
義 な 夏 休 み を 過 ご せ る よ う、
絵画、工作などの創作的活動、
レクリエーションなどをして
楽しく過ごします。
７月 日㈪～８月 日㈭
午前９時 分～午後４時（土
曜・日曜日、８月５日㈬・
日 ㈭・ 日 ㈮ は 除 く ） び
わこ学園医療福祉センター野
洲ほか※原則各自で集合して
ください。 小・中学校特別
支援学級生または特別支援
学校生など
円／日

587
－

10

10

18

16

30

日㈮

11

11

①７月１日㈬②８月

20

100

12

30

598
－

13

FAX
598
－

500

※新型コロナウイルス感染症
対策により各種事業やイベン
ト等が中止・延期になる場合
があります。

ためのスコップなど 無料
主催…環境基本計画推進会議
（ え こ っ ち・ や す ） 緑 の 推 進
委員会
共催…やす緑のひろば（市内
緑化推進市民の会）
６月 日㈬までに住所、
氏名、年齢、連絡先（電話・
ファクス番号）を電話、ファ
クスまたは郵送のいずれかで
都市計画課（〒
2395
野 洲 市 小 篠 原 2100 番 地
１）☎
6324、

2176

６月８日㈪午前９時～午後

野洲川歴史公園サッ
カー場☎
３３６６
◆エン
 ジョイ！グラウンド・
ゴルフ
自然あふれるビッグレイク
で、スポーツを楽しみましょ
う！

ビッグレイク各種催し

FAX
586
－

FAX
587
－

528
－

520
－

16

27

30

14

10

587
－

584
－

野洲川北流跡自然の森
タケノコ採り
タケノコを探して森をめぐ
り、採れたてのタケノコを焼
いて味わいます。
６月 日㈯午前９時 分～
正午（受付／９時 分～）※
雨天時 日㈰ 野洲川北流
跡自然の森（市三宅竹生線そ
ば集合） ４歳～小学６年生
とその保護者、先着 人（例
年申し込み多数のため、初回

30

の 人 を 優 先 し ま す。） 山 歩
き の 服 装（ 長 袖、 長 ズ ボ ン、
帽子、運動靴など）、飲み物、

2020.6
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15

50

24

21

13

14

※新型コロナウイルス感染症対策により各種健診等が中止・延期になる場合があります。
予約不要の健診（検診）・事業は、事前にご確認ください。

心 とからだの健康相談

予約

あなたにあった心と体の生活習慣改善に向けて、個別で保健師、管理栄
養士、精神保健福祉士等が相談を受けます。家族の相談もお受けします。

会 場
コミセンみかみ
コミセンしのはら
コミセンやす
コミセンぎおう
市民交流センター
コミセンきたの

相談内容

6月 5日㈮

・栄養相談、健診後の相談
・禁煙（卒煙）相談
・アルコール相談
・こころの相談
・大腸がん検診容器配布および提出（予約不要）

6月12日㈮
6月19日㈮
6月26日㈮

予不要

健康づくりや、ふだんの暮らし方などについて相談を受けます。

野セ

受付／ 13：30 ～ 16：00
実施日

健 康サロン（健康相談）
時

間

実施日

6月 1日㈪
6月 5日㈮
6月11日㈭
6月15日㈪
6月25日㈭
6月29日㈪

9：30 〜 11：00

※健康相談、血圧測定、尿検査、健診後の相談、健康をテーマとした懇談。
※個別での健康相談をご希望の場合はご予約願います。
（特定保健指導など）

が ん検診
新型コロナウイルス感染症対策のため肺・胃・子宮頸・乳がんの集団検診は７月31日㈮まで中止します。８月
以降の実施については７月の状況に応じて検討します。市ホームページでご確認いただくか、健康推進課までお
問い合わせください。
個別検診については実施状況の変更がある場合がありますので、直接医療機関にお問い合わせください。

献血

実施日
場

令和２年度 親子でいい歯のコンクール
（野洲市地区予選）の中止のお知らせ

持物 献血カード（手帳） 予不要

所

6月23日（火）
野洲市役所（小篠原2100－1）

実施内容

全血献血（予約不要）

受付時間

9：30～15：30

☆初めて献血をする人は、本人確認のため、運転免許証・健康保険
証等をご持参ください。

日

7

14
21

28
7

14
21

28

月

火

月

火

1 野 2
草 8 野 9
済 15 野 16
草 22 野 23
済 29 野 30

済
済
済
済
済

1 済 2
済 8 済 9
済 15 済 16
済 22 済 23
済 29 済 30

済
済
済
済
済

日

小児科

◎次の当番表は、救急搬送患者および開業医師からの紹介等により、
入院等が必要な重症患者等を診療する医療機関です。
◎比較的軽い症状の場合は、かかりつけ医（開業医師）か、湖南広域
休日急病診療所を受診ください。
【診療時間】
▽土曜・日曜日、祝日、年末年始／午前９時～翌日午前９時
▽平日／午後６時～翌日午前９時
※必ず、
来院される前に電話で確認してから受診してください。
※問い合わせ先（当番病院）
済生会滋賀県病院 ☎ 552-1221
草津総合病院 ☎ 563-8866
済生会守山市民病院 ☎ 582-5151
市立野洲病院 ☎ 587-1332
近江草津徳洲会病院 ☎ 567-3610
湖南広域休日急病診療所（左記案内参照）☎ 551-1599

二次救急（内科・外科系）

■救急診療（６月分）のお知らせ

例年６月に実施していました「親子でいい歯コン
クール（野洲市地区予選）」は、新型コロナウイル
ス感染症対策のため、今年度は中止とさせていただ
きます。

６月
水

木

水

木

3 守 4
10 守 11
17 守 18
24 守 25

3 守 4
10 守 11
17 守 18
24 守 25

2020.6

草
草
草
草

近
近
近
近

★＝祝日、振替休日

金

5 草
12 草
19 草
26 済
金

5 済
12 済
19 済
26 済

広報やす

土

6 済
13 済
20 済
27 草
土

6 済
13 済
20 済
27 済
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健康推進課だより

〈問い合わせ・予約〉
健康推進課  ☎ 588-1788
Fax 586-3668

野セ …野洲市健康福祉センター

予約 …予約が必要です

予不要 …予約は不要です

母手 …母子健康手帳持参

健手 …健康手帳持参

持物 …持ち物

母 子健康手帳の交付

持物 個人番号がわかるもの、
運転免許証等本人確認
ができるもの

野セ 毎週㈪～㈮ 8：30 ～ 17：15（祝日は除く）
母子健康手帳交付の際、保健師等が現在の体調や今後の生活などにつ
いてお話を伺い、母子保健サービスなどをご紹介します。

※３密を避けるため、必ず事前予約をお願いします。

新型コロナウイルス感染症対策のため、乳幼児健診は
７月末まで中止としておりましたが、４カ月児健診を優
先して６月から十分な感染拡大防止体制を整えた上で再
開します。
※対象の人には、再開の日程を個別通知させていただき
ます。

す こやか相談（乳幼児個別相談）持物 母手 予約

バスタオル

野セ
9：30 ～ 11：30
6月10日㈬ 「あまりごはんを食べないけど、順調に大きくな
っているのかな？」
「離乳食がうまくすすまなく
6月17日㈬ て…」
「夜なかなか寝なくて…」など育児の困り
ごとはありませんか？ゆっくり時間をとって保健
6月24日㈬ 師・助産師・管理栄養士などがお話を伺います。
※６月の「育児サロン」
「幼児の食事教室」
「マタニティサロン」
は中止します。
個別に相談をご希望の人は、健康推進課までお問い合わせ
ください。
（妊娠・出産・産後の過ごし方、子どもの発育・発達、育児
への不安など）

○こどもの救急
厚生労働省研究班社団法人日本小児科学会が監修している
ホームページです。
「こども救急」http://www.kodomo-qq.jp/
○小児救急電話相談
病院へ行った方が良いか判断に迷った時に看護師のアドバ
イスを受けることができます。
「短縮ダイヤル＃ 8000 番（プッ
シュ回線・携帯電話・公衆電話）」または ☎ 524-7856
【相談日】▽平日・土曜日／午後６時～翌日午前８時　

▽日曜日、祝日、年末年始／午前９時～翌日午前８時
○医療ネット滋賀
今、診てもらえる医療機関を探せます。
電話自動音声案内 ☎ 553-3799
パソコン・携帯電話から検索 http://www.shiga.iryo-navi.jp/

23

広報やす

2020.6

※下記の注意点を必ず一読した上で個別相談に来所いた
だくよう、ご協力をお願いします。

乳 幼児健康診査

■急患・急病のときの対応について

～個別相談に来所される場合の注意点～

①来所されましたら体調チェックリストを実施します。
一つでも該当する症状がある場合は、当日会場には入
場できませんので、ご協力をお願いします。
②会場にて体温測定をします。
③当日の同伴者はマスク着用にご協力ください。マスク
がない場合は、ハンカチやティッシュ等で咳エチケッ
トにご協力ください。
④身体計測や診察時は各自のバスタオルを使用します。
必ずご持参ください。
⑤相談中はできる限り他の人との距離を取るように気を
つけてください。
⑥対象のお子さん一人につき、保護者一人の同伴にでき
る限りご協力ください。きょうだい児もできる限り預
けてお越しください。

■日曜日や祝日の急診は

○湖南広域休日急病診療所
かぜやじんましん、子どもの軽度の発熱患者など、自力に
より受診可能な比較的軽い症状の場合は、二次救急・小児救
急当番病院ではなく、かかりつけ医（開業医師）か、こちら
の診療所を受診してください。
【所 在 地】栗東市大橋二丁目７番３号
〔済生会滋賀県病院前 ☎ 551-1599〕
【診療日時】日曜日、祝日、年末年始／午前 10 時～午後 10 時
（受付／午前９時 30 分～午後９時 30 分）
【診療科目】主に内科・小児科
※必ず、
来院される前に電話で確認してから受診してください。

感染症対策等に役立てます
新型コロナウイルス感染症対策や災害時等に役
立ててほしいとの申し出があり、㈱山中（湖南市）
からディスポーザブルマスク 500 枚、㈱村田製作
所野洲事業所から医療用防護服 30 着と防じん頭巾
８枚の寄贈を受けました。
寄贈されたマスクと防護服等は、本市における
感染症対策や災害時等に有効活用させていただき
ます。

◀４月 20 日寄贈式
㈱山中

５月 13 日寄贈式
㈱村田製作所野洲事業所▶

このように、３人の徳川将軍が利用した歴史があり、遺
跡調査からその構造が明らかとなったことなどから、永原
御殿跡は江戸時代を語るうえで重要な遺跡といえます。
銅鐸博物館２階の企画展示室では、常設展示やテーマ
展の開催期間中に永原御殿の復元模型を展示しています。
郷土の歴史を知っていただくとともに、歴史ロマンを感じ
ていただければ幸いです。
（博物館学芸員 齊藤慶一）

189

と く が わ い え や す

ひ で た だ

い え み つ

徳川家康・秀忠・家光の
３人の将軍が利用した永原御殿
しょうぐん

な が は ら ご

て

ん

保存と活用に向けて現在も整備が進められている永原
御殿跡（野洲市永原）が、本年３月に国の史跡に指定され
たことから、全国的に注目されています。
「御殿」とは、江戸に住んでいた徳川将軍が上 方（京都
とその周辺）へのぼる際などに使用した宿泊・休憩施設で、
「御茶屋」とも呼ばれます。
永原御殿は朝鮮人街道の近くに築かれ、江戸幕府の３
人の将軍、徳川家康・秀忠・家光が利用しました。
記録の上では慶長６（1601）年に家康が江戸に下る際に
永原御殿模型の一部 当館蔵
永原に宿泊したことが永原御殿の最初の利用とされていま
す。また、その構造は、本丸、二の丸、三の丸の３区画に 休館日：月曜日
わかれており、三の丸については寛永11（1634）年に家光 ※市民は入館無料
（運転免許証やげんきカードなどをご提示ください。）
が京都へのぼるおり、新たに造られたこともわかっていま
※新型コロナウイルス感染症対策により臨時休館となる場合が
す。
ありますので、事前に市ホームページなどで開館状況をご確認
しかし、同年を最後に、徳川将軍が永原御殿を利用す
の上、来館ください。
ることはなく、貞享２（1685）年に御殿は取り壊され、宝
永２（1705）年には空地となっています。
かみがた

お ち ゃ や

けいちょう

じょう きょう

ほう

えい
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■子育て支援センター

※新型コロナウイルス感染症対策により広場開放や各種行事を休止する場合があります。その場合も電
話相談・個別相談は受け付けていますので、お電話ください。
最新情報は市ホームページをご覧いただくか、各支援センターにお問い合わせください。

★きたの子育て支援センター
☎ 518 － 1866、FAX 587 － 6226
【０歳児サロンありんこ】
（３～11カ月児の親子、要
申し込み）
▽６月26日㈮ 14：00～15：30
内容…「手形・足形をとってみよう！」
持ち物…特にありませんが、絵の具を使いますので、
親子とも汚れてもいい服装でお越しください。
申し込み…６月19日㈮までに来所または電話で申し込
みください。
【６月のおやつの日】（先着10組）
▽６月23日㈫ 14：00～15：30

★あやめ子育て支援センター
☎・FAX 589 － 2928
■ミックスクラブ
※テーマや行事に沿った遊びをします。
※対象年齢は設けていませんのでぜひご参加ください。
【手作りおもちゃを作ろう】
▽６月１日㈪～３日㈬ 10：00～16：00のいつでも
【６月の誕生会＆ランチデー】
▽６月８日㈪ 10：00～11：30
６月生まれの友だちをみんなでお祝いしましょう。
その後11：30からランチタイムです。みんなで一緒に

★野洲市子育て支援センター
☎ 518 － 0830、FAX 518 － 0831
■子育て支援講座（要申し込み）
※来所または電話で申し込みください。
※申し込み多数の場合は抽選します。
【ミュージック・ケア】（20組）
▽６月１日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
対象…１歳４カ月未満の幼児とその保護者
※受け付けは終了しました。
【バランスボール】（20組、抽選あり）
▽６月８日㈪ 10：30～11：30（受付10：15～）
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
対象…親対象ですが、子どもさんと一緒に参加してい
ただきます。
申し込み…６月２日㈫まで
抽選確認…６月３日㈬～５日㈮
【リズム遊び】（20組、抽選あり）
▽６月15日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
対象…１歳４カ月未満の幼児とその保護者
申し込み…６月３日㈬～９日㈫
抽選確認…６月10日㈬～12日㈮
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽６月29日㈪ 10：30～11：30（受付10：15～）
場所…野洲市健康福祉センター２階集会室
対象…２カ月からハイハイする前の乳児とその保護者
持ち物…バスタオル、ベビーオイル
申し込み…６月17日㈬～23日㈫
抽選確認…６月24日㈬～26日㈮
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■子育て広場（申し込み不要）
０歳からの在宅児（未就園）が親子で自由に遊べます。
毎週月曜～金曜日９：30～16：00 センター内、園庭で
自由に遊べます。（12：00～13：00は持参された昼食
をとる場所として開放します。）
※６月の土曜広場開放日…13日
内容…「バナナケーキ」健康推進委員さんにおやつ
作りを教えてもらい、みんなで作ります。
持ち物…お茶､材料費一人50円（親子で100円）､エプ
ロン･三角巾
申し込み…６月18日㈭まで
■子育て相談 随時実施しています。
■フレンド広場（申し込み不要）
０歳からの在宅児（未就園）が親子で自由に遊べます。
毎週月曜～金曜日 10：00～16：00（ミックスクラブのない時間帯）
お弁当です。
※誕生月以外の人も参加できます。
持ち物…お弁当、水筒、おしぼり、シートなど
※ランチデーは中止になる場合があります。
■かえっこバザー
▽６月22日㈪～26日㈮ 10：00～16：00
■子育て相談 毎週月曜～金曜日 10：00～16：00
電話・個別相談も随時受け付けます。
■にこにこ広場（申し込み不要）
０歳からの在宅児（未就園）が親子で自由に遊べます。
月曜､金曜日５･12･26日
13：00～16：30
火曜日､水曜日､金曜19日
９：30～12：00、13：00～16：30
毎週木曜日
９：30～12：00
【フラダンス】（20組、抽選あり）
▽７月６日㈪ 10：30～11：30（受付10：15～）
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
対象…親対象ですが、子どもさんと一緒に参加してい
ただきます。
申し込み…６月24日㈬ ～30日㈫
抽選確認…７月１日㈬ ～３日㈮
■いどばた広場【誕生会】(要申し込み)
▽①３・４月生まれ誕生会
６月５日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
▽②５・６月生まれ誕生会
６月19日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
申し込み…①は６月３日㈬まで、②は６月17日㈬まで
▽③７月３日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
申し込み…６月15日㈪～７月１日㈬
■いどばた広場【双子三つ子の会】(要申し込み)
▽６月22日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
場所…野洲市健康福祉センター３階にこにこ広場
内容…保護者交流、親子ふれあい遊び
申し込み…６月10日㈬～16日㈫
■子育て相談 毎週月曜～金曜日９：30～16：30
電話相談・個別面談（個別面談は要申し込み）

【問い合わせ】
消費生活センター
☎ 587 － 6063
FAX 586 － 3677

特別定額給付金詐欺にご注意！！
～
「特別定額給付金」
の
「振り込め詐欺」
や
「個人情報の搾取」
にご注意ください～
【事 例】
「市役所の給付金支給係ですが給付金を振り込むの
で口座番号を教えてください。
」という不審な電話が
あったという情報が入っています。
また、かかってきた電話をとると「政府給付金ア
ンケート」などと名乗り音声ガイダンスが流れるとい
う情報も入っています。国では「政府給付金アンケー
ト」といったアンケート調査は行っていないのでガイ
ダンスに従わず電話を切るようにしてください。
【アドバイス】
◦特別定額給付金の給付について、市では市民の
皆さんへの電話による問い合わせを行うことは
絶対にありません。
◦給付申請書の送付前に、市や国などが市民の皆
さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情
報を照会することは絶対にありません。
◦市 や国などがATM（銀行、コンビニなどの現
金自動支払機）の操作をお願いすることは絶対
にありません。
◦ATMを自分で操作して他人からお金を振り込
んでもらうことは、絶対にできません。
◦市や国などが「特別定額給付金」の給付のため
に手数料などの振り込みを求めることは絶対に
ありません。
特別定額給付金について、ご自宅や職場などに市
や国の職員などをかたった電話がかかってきたり、
不審な郵便物が届いたら迷わず野洲市消費生活セン
ターや警察署へご連絡ください。

毎月第４土曜は

廃食油回収の日
６月27日

午前10時～正午

回収場所：市役所別館横電話ボックス付近
回 収 物：廃食油、牛乳パック、アルミ缶
環境課☎ 587 － 6003、
  環境基本計画推進会議「エコ資源部会」
  増村   ☎ 586 － 1441

■図書館事業の中止について
（新型コロナウイルス感染症対策）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大
の防止を図るため、図書館主催のイベント
自粛期間を６月30日㈫まで延長することと
しました。
このため、以下の図書館事業は中止します。
【中止となるおはなし会】
おはなしの森／ちっちゃなおはなしの森／ちっちゃ
なおはなしの森in中主／にこにこのじかん／ずくぼん
じょ
※上記内容は、状況に応じて随時変更となる可能性が
あります。最新の情報は、館内掲示もしくは図書館
ホームページにてご確認ください。
■６月の休館日
毎週月曜日、４日㈭
■新着図書から
『木になった亜沙』
今村 夏子／著 文藝春秋
誰かに食べさせたい。願いがか
なって杉の木に転生した亜沙は、わ
りばしになって若者と出会い…。奇
妙で不穏で純粋な、３つの愛の物語
を収録する。
『文學界』ほか掲載を
単行本化。
『とんでいく』
風木 一人／さく
岡崎 立／え
福音館書店
俺、タカ。空一番のス
ピード自慢。今日は新記
録つくってやる！僕、ガ
ンの子。お昼寝してたらおいてきぼりにされて…。前
から読むとタカが飛んでいくお話。後ろから読むとガ
ンの子が飛んでいくお話。しかけのないしかけ絵本。
■その他の新着図書
▼その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。▼自由
というサプリ▼壁の世界史▼世界はもっと！ほしいモ
ノにあふれてる▼地図で見る中東ハンドブック▼パワ
ハラ防止法の労務実務▼格差は心を壊す▼同僚は外国
人。▼はみだしの人類学▼呼吸器内科医が解説！新型
コロナウイルス感染症-COVID-19-▼パフェの教本▼写
実絵画の画家たち▼あの人が歌うのをきいたことがな
い▼14歳からの読解力教室▼輪舞曲▼暗鬼夜行▼発注
いただきました！▼オロロ畑でつかまえて▼沢木耕太
郎セッションズ〈訊いて、聴く〉▼さざ波の記憶▼社
会とことば
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暮らしの情報

６月１日㈪～７日㈰ は「水道週間」です
第62回水道週間スローガン

「飲み水を 未来につなごう ぼくたちで」

この水道週間は、厚生労働省、都道府県、各市町村の水道事業体によって、さまざまな広報活動を通じて「水道」
の理解と関心を高め、公衆衛生の向上を図り水道事業の更なる発展に資することを目的として、毎年実施されて
いるものです。
私たちは、朝起きて顔を洗うことから、食事の支度、洗濯、掃除、トイレ、お風呂、そして夜寝る前に歯を磨
くまで水道の水を使わないことはありません。
しかし、大地震などの災害で水道の水が足りなくなったりすると水の大切さ、ありがたさがよく分かります。
この週間を通して、水の大切さを皆さんと一緒に考えてみましょう。
問い合わせ…上下水道課☎589－6433、FAX589－5041

「男女共同参画週間」です！
～ 令和２年度のキャッチフレーズ ～

「そっか。いい人生は、いい時間の使い方なんだ。」 （山野大輔さんの作品）
「ワクワク・ライフ・バランス」 （松江市男女共同参画センターの作品）
「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年６月23日を踏まえ、毎年６月23日～29日の１
週間を「男女共同参画週間」として、さまざまな取り組みを通じ、男女共同参画社会基本法の目的や基本理
念について理解を深めることをめざしています。
男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」
を実現するためには、皆さん一人ひとりの取り組みが必要です。
私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？
問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860
☆８月号の掲載依頼…６月25日㈭（必着）までに広報秘書課
☎587－6037、
FAX586－2200、Eメールhisyo@city.yasu.lg.jp

募集
●マレットゴルフ愛好者募集
サークル活動などの会員募集や催し
物などの情報コーナーです。
※新型コロナウイルス感染症対策によ
り各種事業やイベント等が中止・延
期になる場合があります。

催し物
●あ じ さ い 月
ゴールド５周年コンサート
Ｄ ６月20日㈯午後１時30分～

（開場／午後１時～）

場 野洲図書館本館ホール
ひと どなたでも

※当日受付、幼児同伴可

内 ゴールドによる、また逢う日まで、瀬戸

グラウンドゴルフ愛好者大歓迎。60
歳～80歳を過ぎた人や、毎日の健康管
理が目的でもう少し運動量が欲しいと
思っている人に最適のスポーツです。
Ｄ 年末年始を除く午前９時～午後５時
場 ビワコマイアミランドマレットゴル
フ場
ひと どなたでも
内 琵琶湖畔の比良、沖島を望む真夏で
も涼しい松林の中のコースで、大雨
でなければ毎日一人でも回れます。
全36ホールで約7,000歩です。
￥ 200円／日、3,000円／６カ月
※用具の貸し出しあり
申 問 滋 賀県マレットゴルフ協会・川
合☎090－7878－9022
（受付／午前９時～午後８時）

●篠 原サッカークラブジュニア
団員募集
みんなで楽しくサッカー（スポーツ）
しませんか？まずは無料体験へ！開催
日はホームページ「篠原サッカークラ
ブジュニア」で検索！（練習当番はあ
りません。）
Ｄ 毎週土曜・日曜日午前または午後
場 篠原小学校グラウンド
ひと 小学生以下
申 問 監 督・宇 野 ☎080－3039－6961、Ｅ
メ ー ルrskm_04060102_uno@crest.
ocn.ne.jp、代表・稲富☎090－9094
－4194、Ｅメールmunesan－1703@
nike.eonet.ne.jp

の花嫁、見上げてごらん夜の星を など

￥ 無料

※お帰りの際、運営費の寄付をほん
の少しいただけると幸いです。
問野
 洲市音楽のあるまちづくり実行委
員会・主宰 青木☎090－3262－5421
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Ｄ …日時 場 … 場 所・会 場 ひと … 対 象 者・定 員 内 …内 容
￥ … 入 場 料・参 加 費など 申 …申し込 み 問 …問い 合 わ せ

持 … 持 ち物
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information

※各公演は、新型コロナウイルス感染症の状況によ
り中止・延期になる場合があります。開催の有無
については、文化ホールのホームページにてご確
認ください。http://yasu-bs.jp

キエフ・クラシック・バレエ
白鳥の湖～全２幕～

シライシアター野洲
火
10/20/
（野洲文化ホール）
一般4,500円

18：30開演（開場18：00）
※４歳以上入場可

ついに！世界が心を奪われたチャイコフスキー・
バレエの大傑作が上演決定！

人形劇団むすび座 「ピノキオ」

■カヌー教室
中主Ｂ＆Ｇ海洋センター
日 時…▽１期／７月29日㈬～31日㈮ ▽２期／８月３日㈪～５
日㈬ ▽３期／８月11日㈫～13日㈭
低学年コース ９：30～10：30、
高学年コース 10：45～11：45
場 所…同センター艇庫付近
対 象…小学生、各期・各コース先着８人
受講料…各期 3,300円
受 付…６月20日㈯ ９：00～ 同センター
※教室を開催しない場合がありますので、事前にご確
認ください。
■その他
総合体育館
６月のフリースポーツタイムは中止します。
■６月の休館日：１日㈪、８日㈪、15日㈪、22日㈪、29日㈪
市では、（独）日本スポーツ振興センターの「スポーツ振興くじ
助成金」を活用して、移動式バスケットボールゴールを設置し、
スポーツの普及、振興に役立てています。

7/23/木・祝
前売2,000円 ※当日500円増
ペア前売3,500円（前売のみ）
13：30開演（開場13：00）
※４歳以上有料
（３歳以下無料、

座席が必要な場合は有料）

● YASU ほほえみクラブ

６月号

人形たちが繰り広げるお話の世界を楽しみながら、
子どもも大人も元気になれる、そんなお芝居をお届
けします。

清水ミチコ トーク＆ライブ

6/27/土 ※公演は中止になりました。

詳細はホールにお問い合わせください。

こどもオペラ「ヘンゼルとグレーテル」

編集 ●
野洲市広報秘書課☎077－587－1121（代）〒520－2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1
野洲市ホームページhttp：//www.city.yasu.lg.jp    代表メールinfo@city.yasu.lg.jp

6/20/土

大人（高校生以上）1,500円
こども500円
親子ペア1,800円

10：30開演（開場10：00）
※２ 歳未満のお子さんは保護者１人
につき１人まで膝上鑑賞無料
（座席が必要な場合は有料）

桂米朝一門会

6/14/日

※公演は中止になりました。
  詳細はホールにお問い合わせください。

歌声喫茶（文化小劇場）

6/7/日

※公演は中止になりました。
  詳細はホールにお問い合わせください。

※詳細はホールにお問い合わせください。
（9：00～17：00）

■６月の休館日：１日㈪、８日㈪、15日㈪、22日㈪
29日㈪

事務局／野洲川河川公園内

事務局／☎ 587-4280、FAX586-1933（月曜日は休み）
ホームページ「YASU ほほえみクラブ」検索
野洲川河川公園／☎ 586-0800、
FAX586-1933（月曜日は休み）

◆2020年度『新規会員』募集中！（体験参加も随時募集中！）
新年度会員を募集しています。まず体を動かそうと思ってい
る人、子どもにはどんなスポーツが良いのか分からないという
人、会員になればさまざまなメニューに参加できます。
年会費（～2021年３月）…ジュニア（15歳まで）3,200円、一般
（15～64歳）6,350円、シニア（65歳～）5,700円
※新規入会年度のみ入会金1,000円別途要
◆火曜・水曜・金曜フリーテニス…毎週火曜日（12：30～16：
●さざなみスポーツクラブ
30）、毎週水曜・金曜日（８：30～12：30）／場所…野洲川河川
公園（テニスコート）
※詳細はお問い合わせください。
◆早朝テニス…６月６日・13日・20日・27日いずれも土曜日
６：00～８：00／場所…野洲川河川公園／体験可
※倦怠感や熱等の症状がある場合は参加を控えてください。
※開催中止となる可能性がありますので、事前にご確認ください。

●さざなみスポーツクラブ 事務局／野洲市北部合同庁舎２階
☎・FAX532-4968（日曜・月曜日、祝日は休み）

夏休みキッズ教室のお知らせ
◆キッズスイミング ◆キッズ陸上 ◆夏休みさざなみ教室
申し込み…６月27日㈯ ９：00～
場
所…北部合同庁舎２階
※上記教室は、学校行事の日程により開催できない場合があり
ます。
わんぱく塾・熱中塾 募集中！
内容を組み替えて、６月から開始します。
詳細は事務局までお問い合わせください。
この印刷物は、大豆油インキを包含した植物油インキを使用しています。
また、有害な廃液を排出しない水なし印刷を採用しています。

